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　なは社協は、小さなお子さんから高齢の
方、障がいを持つ方まで、地域の皆さんが
お互いに支え合っていける仕組みづくりを
行っています。
　なは社協は “市民の笑顔あふれる支え合
いのまち なは” を実現するために、地域の
皆さんと力を合わせて頑張っていきます。
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企画総務課 在宅福祉課

福祉施設課地域福祉課
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社協の庶務・会計や広報、財源確保のための企画
（会員募集・チャリティ）等を行っています。また、
赤い羽根でおなじみの共同募金の事務局も担当し
ており、募金活動等の調整も行っています。

金城児童館
つどいの広場（さんさん）

那覇市金城 3-5-4
（那覇市総合福祉ｾﾝﾀｰ内） 859-0099

小禄児童館
つどいの広場（ほのぼの） 那覇市小禄 5-4-2 857-5377

識名児童館
つどいの広場（ランラン） 那覇市識名 2-5-5 854-9656

企画総務課
ヘルパーステーションやデイサービス、ケアマネ
ジャーといった介護保険事業と障がい者生活支援
センターゆいゆいや、ファミリーサポートセンター
などの子育て支援の委託事業を行っています。

在宅福祉課

那覇市総合福祉センターの管理や市内３ヶ所の老
人福祉センター・老人憩の家及び併設する児童館
の運営を行っています。

福祉施設課
地域福祉推進の為に多くの事業を実施しております。
ボランティア・市民活動センターの運営や地域見守
り隊の推進、ふれあいデイサービス事業や子ども支
援団体等へのサポート事業、ふれあい相談室など
多くの地域福祉推進事業を展開しています。

地域福祉課

市内に居住する 60 歳以上の方が健康の増進、教養の向上、
レクリエーションなどに活用できる総合的な場を提供し、健
康で明るい生活を送ってもらうための施設です。
各種講座・同好会活動を行っています。

老人福祉センター・老人憩の家 児童館・つどいの広場老人福祉センター・老人憩の家
児童館（0 歳～高校生まで）・つどいの広場（乳幼児）の健全育成
を目的とする児童厚生施設です。安全な遊び場、三世代の交流など、
子どもの生活体験を豊かにするための場や機会を提供します。

児童館・つどいの広場

金城老人憩の家 那覇市金城 3-5-4
（那覇市総合福祉ｾﾝﾀｰ内） 859-0099

小禄老人福祉センター 那覇市小禄 5-4-2 857-7365

識名老人福祉センター 那覇市識名 2-5-5 854-7877

▲芸能
チャリティ公演

地域見守り隊▶

▲那覇市地域ふれあいデイサービス

▲
赤い羽根共同募金
贈呈式

▼子ども食堂

▲チャリティゴルフ大会
　寄附金贈呈

▲ホームヘルプステーションわかば　利用者の集い

▲デイサービスあしびなー　三線教室

▲金城老人憩の家・金城児童館

▲識名老人福祉センター
　識名児童館

▲小禄老人福祉センター
　小禄児童館

▲ひやみかちカラオケまつり

アプリでかざすと
詳しい活動内容が
見れるよ！
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第38回ファミサポ
「保育サービス講習会」を

開催しました！！

宜野座村社協・民生委員が居場所を視察研修

♡手作りマスク作成してます♡
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　2 月 18 日（火）～ 21 日（金）までの 4 日間、「保育サー
ビス講習会」を開催しました。講習会では、保育園での保育
実習や調理実習、救命などの講習をはじめ、14 項目にわたる
講義が行われ、15人の受講者が晴れて協力会員となりました。
　今回、依頼会員として登録されていた方がお子さんの成長を
機に、協力にも携わる両方会員へとステップアップされたり、
男性の協力会員が誕生したりと、充実の講習会となりました。
　17 年目を迎えた那覇市ファミサポですが、ボランティア精
神あふれる協力会員を迎え、積極的にマッチングへと繋げてい
きたいものです。（ファミサポアドバイザー：外間）

　．本会理念
　　「市民の笑顔あふれる支えあいのまちなは 
　　　　　　　～信頼される社協を目指して～」

　．重点目標・基本方針・実施計画
１　重点目標　誰もが参加できる福祉活動を推進する仕組
　　みづくり
（１）基本方針　誰もが参加できる活動の普及啓発活動の推進
　　１）実施計画　支えられる側から支える側へ参加型の
　　　　地域づくり
（２）基本方針　誰もが参加できる人材資源と活動の掘り起
　　 こしを行う
　　１）実施計画　ボランティア人材情報の一元化
（３）基本方針　福祉関係団体当事者団体との事業連携した
　　 関係づくりの推進
　　１）実施計画　関係機関との連携ネットワークづくり

２　重点目標　人と人を結ぶ支え合いの基盤づくり
（１）基本方針　ＣＳＷの計画的な配置と育成
　　１）実施計画　　課を越えた横断的な連携
（２）基本方針　拠点を活かした地域福祉活動の展開
　　１）実施計画　拠点を活かした地域の輪づくり
　　２）実施計画　多世代の交流の仕組みづくりの推進

３　重点目標　安心して住み続けられるお互い様の生活支
　　援の推進
（１）基本方針　相談しやすい環境づくりと相談支援機関と
　　 のネットワークづくり
　　１）実施計画　総合相談の体制づくりとネットワーク
　　 づくり
（２）基本方針　在宅福祉ニーズの掘起こしと在宅福祉活動
　　 の研究開発

　１）実施計画　在宅福祉ニーズの実態把握
　２）実施計画　介護サービスの安定的な経営体制の構築

４　重点目標　社協経営の基盤強化
（１）基本方針　組織力の強化
　　１）実施計画　理事会評議員会機能の強化
　　２）実施計画　経営の適正化と透明性の確保
　　３）実施計画　会員体制の拡充
　　４）実施計画　業務推進体制の強化
（２）基本方針　人材育成の強化
　　１）実施計画　人材育成計画の推進
（３）基本方針　広報の強化
　　１）実施計画　広報活動の充実
（４）基本方針　財政基盤の強化
　　１）実施計画　自主財源の強化
　　２）実施計画　公費財源の確保
　　３）実施計画　赤い羽根共同募金運動の充実強化
　　４）実施計画　効果的な予算執行とコスト削減
　　５）実施計画　目標管理の徹底

　．那覇市社協第４次強化発展計画
　　に基づく第４次地域福祉計画及び
　　第２次地域福祉活動計画の推進
（１）計画の進捗管理（評価委員会の開催）
　　１）社協の特徴を活かした事業の活性化
　　２）計画に基づき、人材育成事業のアドバイザーとの
　　　　契約を継続し職員の人事評価の仕組みと職員のモ
　　　　チベーションを高める。

　．組織の体制
（１）４課３課長体制　新たな管理職の育成体系の整備の年
　　 度とする。

（２）役付きの在り方　将来（４～５年後）を見据えて、主幹
　　 の位置づけを強化し、主査、主任、副主任職の有望職員
　　 を昇任するも、役付きの役割を適正に評価していく。

　．新規事業　
（１）県社協のモデル事業として小規模法人ネットワーク化
　　 事業（社会福祉法人等の公益的な取り組みの推進）

　．拡充事業
（１）子どもの支援団体をサポートする事業　常勤職員１名
　　 増（常勤職員２名体制）

　．重点事項
（１）地区担当を全課に配置し、CSW機能を強化
（２）第 4次強化発展計画に基づき、財源、地域づくり、担
　　 い手に関するプロジェクトチーム結成

（３）各課各事業に広報担当を配置し、迅速かつ効率化を図る
（４）各課に災害ボランティアセンターの事務分掌を明記した
（５）権利擁護支援センター構想を目指して準備態勢を整備
（６）障がい者生活支援センターゆいゆいは、計画相談を継
　　 続し、計画待機者の支援を充実させる
（７）在宅福祉サービス対象者の実態把握及び調査研究を推
　　 進し、潜在ニーズの掘り起こしを強化
（８）リフト付きバス 30 周年・介護事業 20 周年・童まつ
　 　り 10周年事業
（９）市長と社協役職員との懇談会
（10）関係福祉団体と役職員との懇談会開催

　．事業の再編強化
（１）緊急医療情報キット配付の見直し
（２）学校ボランティア学習推進協議会の解散及び教育委員
　　 会との連携強化

　令和２年度は、激動する社会福祉情勢に立ち向かうべく第４次地域福祉計画及び第２次地域福祉活動計画
の２年目、そしてより実効性のある計画としていくために第４次社協強化発展計画（組織経営・財源強化）が
スタートします。
　地域共生社会実現に向けては、地域福祉は社協唯一ではないことに、危機意識で以て臨み、今こそ社協の
特性を活かして、行政をはじめ関係機関団体と連携し、地域の中核的な推進団体として、我が事丸ごと政策
として新たな地域福祉のステージを見据えた地域づくりを目指し着実に取り組みます。
　本年度、局内では、働き方改革にも取り組みながら３年目を迎える会長はじめ三役の元に、事務局長の定
年退職による新局長の誕生、人材育成計画に沿った、人事評価に基づく適正な評価のもと、地域共生社会の
実現に向けて『持続性のある地域づくり体制を目指して』をテーマに組織体制を整備します。
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ファミサポ 第38回ファミサポ
「保育サービス講習会」を

開催しました！！

　新型コロナウイルスの影響でマスクの供給が間に合わない昨今、今ネット
等で話題の「手作りマスク」をあしびな～でも作成しています。
　キッチンペーパーを使い、色とりどりのマスキングテープで可愛らしいマス
クが完成し、利用者様も満面の笑みを見せて下さいました。
　まだまだ予断を許さぬ状況ではありますが、皆様の安全を守る為、私達一
人一人が出来る予防対策を行えるよう今後も随時作成しようと思います。
（デイサービスあしびな～：金城）

　宜野座村社協から民生委員児童委員の就任研修として、那覇市内の子ど
もの居場所を視察訪問させてほしいというご相談を受け、２月 20 日 ( 木 )
に宜野座村社協・民生委員児童委員のみなさんと「放課後こくば教室」「安
謝新都心こども広場」の2ヶ所を訪問しました！

　移動の車中で “サポートセンター糸” の事業説明や子
どもの居場所についてお話をさせていただきました。訪問
先でお話しを聞いて、居場所の在り方や運営方法の違い、
子どもたち・親御さんとの関わりなど代表者の想いを聞
き、感動し涙される方もいました。
　ご協力いただいた居場所の皆様、ありがとうございま
した。（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：上原）

　   糸

宜野座村社協・民生委員が居場所を視察研修

▲安謝新都心子ども広場で記念撮影

▲赤ちゃんの人形を使って沐浴に挑戦

▲調理実習！

▲完成しました！
　上手にできました！！

器用にマスクを▶
　作っています！　

▲放課後こくば教室で説明を受ける
　宜野座村民児協の皆様

2020年度（令和２年度）
那覇市社協事業計画（要点）
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あしびな～♡手作りマスク作成してます♡

未掲載の
スナップ写真が
見れるよ！

ドキドキお風呂体験！
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　．本会理念
　　「市民の笑顔あふれる支えあいのまちなは 
　　　　　　　～信頼される社協を目指して～」

　．重点目標・基本方針・実施計画
１　重点目標　誰もが参加できる福祉活動を推進する仕組
　　みづくり
（１）基本方針　誰もが参加できる活動の普及啓発活動の推進
　　１）実施計画　支えられる側から支える側へ参加型の
　　　　地域づくり
（２）基本方針　誰もが参加できる人材資源と活動の掘り起
　　 こしを行う
　　１）実施計画　ボランティア人材情報の一元化
（３）基本方針　福祉関係団体当事者団体との事業連携した
　　 関係づくりの推進
　　１）実施計画　関係機関との連携ネットワークづくり

２　重点目標　人と人を結ぶ支え合いの基盤づくり
（１）基本方針　ＣＳＷの計画的な配置と育成
　　１）実施計画　　課を越えた横断的な連携
（２）基本方針　拠点を活かした地域福祉活動の展開
　　１）実施計画　拠点を活かした地域の輪づくり
　　２）実施計画　多世代の交流の仕組みづくりの推進

３　重点目標　安心して住み続けられるお互い様の生活支
　　援の推進
（１）基本方針　相談しやすい環境づくりと相談支援機関と
　　 のネットワークづくり
　　１）実施計画　総合相談の体制づくりとネットワーク
　　 づくり
（２）基本方針　在宅福祉ニーズの掘起こしと在宅福祉活動
　　 の研究開発

　１）実施計画　在宅福祉ニーズの実態把握
　２）実施計画　介護サービスの安定的な経営体制の構築

４　重点目標　社協経営の基盤強化
（１）基本方針　組織力の強化
　　１）実施計画　理事会評議員会機能の強化
　　２）実施計画　経営の適正化と透明性の確保
　　３）実施計画　会員体制の拡充
　　４）実施計画　業務推進体制の強化
（２）基本方針　人材育成の強化
　　１）実施計画　人材育成計画の推進
（３）基本方針　広報の強化
　　１）実施計画　広報活動の充実
（４）基本方針　財政基盤の強化
　　１）実施計画　自主財源の強化
　　２）実施計画　公費財源の確保
　　３）実施計画　赤い羽根共同募金運動の充実強化
　　４）実施計画　効果的な予算執行とコスト削減
　　５）実施計画　目標管理の徹底

　．那覇市社協第４次強化発展計画
　　に基づく第４次地域福祉計画及び
　　第２次地域福祉活動計画の推進
（１）計画の進捗管理（評価委員会の開催）
　　１）社協の特徴を活かした事業の活性化
　　２）計画に基づき、人材育成事業のアドバイザーとの
　　　　契約を継続し職員の人事評価の仕組みと職員のモ
　　　　チベーションを高める。

　．組織の体制
（１）４課３課長体制　新たな管理職の育成体系の整備の年
　　 度とする。

（２）役付きの在り方　将来（４～５年後）を見据えて、主幹
　　 の位置づけを強化し、主査、主任、副主任職の有望職員
　　 を昇任するも、役付きの役割を適正に評価していく。

　．新規事業　
（１）県社協のモデル事業として小規模法人ネットワーク化
　　 事業（社会福祉法人等の公益的な取り組みの推進）

　．拡充事業
（１）子どもの支援団体をサポートする事業　常勤職員１名
　　 増（常勤職員２名体制）

　．重点事項
（１）地区担当を全課に配置し、CSW機能を強化
（２）第 4次強化発展計画に基づき、財源、地域づくり、担
　　 い手に関するプロジェクトチーム結成

（３）各課各事業に広報担当を配置し、迅速かつ効率化を図る
（４）各課に災害ボランティアセンターの事務分掌を明記した
（５）権利擁護支援センター構想を目指して準備態勢を整備
（６）障がい者生活支援センターゆいゆいは、計画相談を継
　　 続し、計画待機者の支援を充実させる
（７）在宅福祉サービス対象者の実態把握及び調査研究を推
　　 進し、潜在ニーズの掘り起こしを強化
（８）リフト付きバス 30 周年・介護事業 20 周年・童まつ
　 　り 10周年事業
（９）市長と社協役職員との懇談会
（10）関係福祉団体と役職員との懇談会開催

　．事業の再編強化
（１）緊急医療情報キット配付の見直し
（２）学校ボランティア学習推進協議会の解散及び教育委員
　　 会との連携強化

ふれあい福祉相談室

トレ
ちょっと

※答えはP8にあります

（貸付に関する事等）

「ゆいゆい」☎ 891-8454
FAX.857-6052

FAX.857-6052

FAX.859-8388

FAX.859-8388

☎ 857-7780
生活上の心配ごと、悩みごと、どのようなことでも気軽に相談で
きる一般相談・司法書士相談があります。また、人権困りごと相談・
行政相談・保育サポート相談室を新設しています。
（秘密は厳守で相談は無料です）

在宅で生活する障がい者が「自分らしく」
暮らしていけるように支援をしています。

日常生活自立支援事業

那覇市障がい者生活センター

地域福祉権利擁護センター ☎ 857-4525
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の判断能力
が不十分で、在宅にて生活している方々を利用対象者としてい
ます。専門員が相談を受けて、それから契約の成立となれば
生活支援員がお手伝いします。

ボランティア活動・行事用保険 ☎ 857-7766
ボランティア活動・行事用保険は、ボランティア活動中のさまざ
まな事故によるケガや賠償責任を補償します。

居宅介護支援事業 ☎ 891-8236
安心して在宅生活が営めるように、家族、医療、介護保険サー
ビス事業所等と連携を図ると共に、社会資源を活用しながら
支援をおこないます。

デイサービスあしびなー ☎ 859-8383
利用者の方々が住み慣れた地域から通い、日々、生きがいのもてる
暮らしを応援し、ご家族の身体的、精神的な負担を軽減します。

ホームヘルプステーションわかば ☎ 859-8383
ご自宅に介護専門職が訪問し、
身体介護及び生活支援サービス
を提供します。

naha 4月号6 7

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者の
属する世帯に対する資金貸付

生活福祉資金貸付事業

毎月第２・４金曜日 /午後 2時～ 4 時

毎月第４金曜日 /午後 2時～ 4 時

毎月第３金曜日 /午前 10 時～12 時

司法書士専門相談

人権困りごと相談室

定例行政 相 談 所

● 在宅福祉サービスの利用援助
● 社会生活力を高めるための支援
● 障がい者居住サポート

● 訪問介護
● 総合事業
● 障がい福祉サービス

● 社会資源を活用した支援
● ピア（同じ仲間）サポート
● サービス利用計画の作成

予約制

なは社協 相談窓口のご案内

5

6
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令和2年度 那覇市社会福祉協議会 予算
収入の部

1
2
3
4
5
6
7
8
9

会費
寄付金
共同募金
市補助金
市受託金
県受託金
介護保険・障害福祉サービス
事業収入・雑収入・利息収入・その他収入
拠点区分間繰入金収入・基金・繰越金等
　　　　　　　　合　計

7,000,000
7,550,000
17,743,000
43,735,000
306,405,000
24,146,000
263,416,000
19,031,000
43,157,000
732,183,000

1.0%
1.0%
2.4%
6.0%
41.8%
3.3%
36.0%
2.6%
5.9%

100.0%

支出の部

1
2
3
4
5
6
7

人件費支出
事務費支出
事業費支出・固定資産支出
分担金・助成金・負担金・借入金利息
拠点区分間繰入金支出
積立預金積立
その他の支出・予備費
　　　　　　　　合　計

538,223,000
28,780,000
137,022,000
10,258,000
5,285,000
150,000

12,465,000
732,183,000

73.5%
3.9%
18.7%
1.4%
0.7%
0.1%
1.7%

100.0%

勘定科目（大） 令和2年度予算額（円） 構成率 %

勘定科目（大） 令和2年度予算額（円） 構成率 %

①みちやかひ ⇒

②あねはいか ⇒

③いもりいまきたみち ⇒

トレ
ちょっと vol.１

ヒント
誌面のどこかに
載っている
言葉です!!脳脳

ひらがな
バラバラ
並びかえ

ひらがな
バラバラ
並びかえ
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ボランティア
センターだより

ボランティア募集

おもちゃ病院受付係＆
おもちゃドクター＆ナース

098-857-7766

※企業・団体様を対象に収集ボランティアの詳細説明もおこないます。
　ご希望の際は、857-7766（担当：神田）までお電話ください。訪問日程など調整させていただきます。

那覇市シルバー
人材センター女性部

社会福祉法人大竹福祉会
おおたけ保育園＆まつやま保育園

NPO法人 沖縄県立美術館
支援会 happ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

沖縄医療生活協同組合
那覇市シルバー人材センター女性部
MOA 那覇健康生活ネットワークちゃーがんじゅう会
介護と福祉の調査機関おきなわ
社会福祉法人大竹福祉会　おおたけ保育園
社会福祉法人大竹福祉会　まつやま保育園

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ビズ・リファイン株式会社
EY 税理士法人
NPO法人 沖縄県立美術館支援会 happ
那覇市福祉政策課
ふれあいデイサービス国場
石川外科クリニック

令和 2年 2月1日～令和 2年 3月13日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額 5,327,349円

513,460円

平成 31年 4月1日～令和２年３月13日

　令和 2年度がスタートし、那覇市社協の事務局も新体制でスタートしました。
　本誌「なは社協だより」も、これまでの年4回発行から毎月発行になりました。
これからも、那覇市社協の取り組みを多くの皆様にお届けできるよう、工夫し
ながら発信していきます。今号からアプリをダウンロードしていただくと、よ
り多くの写真等がご覧になれますので、チェックしてみて下さいね☝（港川）

・光文堂コミュニケーションズ（株）
・宜寿次均
・JAおきなわ真和志支店
・宮城哲哉

本会の活動にご理解
くださり、誠にあり
がとうございます。
今後とも、よろしく
お願い申し上げます。

・嘉数昇明（故妻・和子）・前泊秀雄（故妻・安子）

活動内容 受付係は壊れたおもちゃのカルテ等を作成し、
おもちゃドクター＆ナースは壊れたおもちゃを
修理するボランティア活動です

日　時 毎月第 4土 / 午前 10 ～16 時　※活動時間は調整可能です
場　所 那覇市立中央図書館 駐車場 なし 人　数 若干名
条　件 おもちゃ修理に関心のある方　

ボランティア活動希望方は、ボランティアセンター
への登録と活動保険加入をお願いしております。

ボランティア
ＢＯＸ
取組団体
（先月受付団体）

※順不動

無料アプリを
ダウンロード！

1.「パンダマーク」のある写真にスマホをかざす。
2. 自動的にスキャンが始まります
3. 認識されると、写真が動画がみれます！8

贈呈式

寄附者ご芳名

香典返し

一般寄付

編集後記

アプリ
写真や動画がみれます！

COCOAR2

パンダマークの
写真をチェック！

で

4
募集

ちょっと脳トレ vol.１ 答え

①ひやみかち ②あかいはね (赤い羽根 ) ③ちいきみまもりたい ( 地域見守り隊 )

※アプリの初回起動時にカメラへのアクセス
を求められますのでこれを許可してください。

アプリを起動したら、本誌中の
「パンダマークの付いてる写真」
を画面中央の枠に収まるように、
カメラでスキャンしてください。

タップして
スキャン！

JAおきなわ真和志支店


